
【連続講座】
申込締切：５月７日（金）　１７：００まで

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間

1 5月23日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター 開校式　ジオパークの楽しみ方 9:30～16:30

2 6月13日（日） 金井コミュニティセンター 小木 小木半島の秘密 9:30～16:30

3 6月20日（日） 金井コミュニティセンター 相川～二見 石磨と段丘地形の利用 9:30～16:30

4 6月27日（日） 金井コミュニティセンター 関～平根崎 太古の湖の痕跡？ 9:30～16:30

5 7月11日（日） 金井コミュニティセンター 沢根 佐渡島水没!? 9:30～16:30

6 7月25日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター 真夏のジオカフェ 9:30～16:30

7 8月8日（日） 金井コミュニティセンター 小佐渡 海岸に火打ち石が？ 9:30～16:30

8 8月29日（日） 金井コミュニティセンター 内海府～外海府 佐渡のはしっこはおもしろい！ 9:30～16:30

9 9月12日（日） 金井コミュニティセンター 西三川 地球からの贈り物を活用した人々 9:30～16:30

9月25日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

実験室 石を薄くすると･･･？ 9:30～16:30

9月26日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

実験室 石を薄くすると･･･？ 9:30～16:30

11 10月17日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

国中・加茂湖 島の真ん中に平野!? 9:30～16:30

12 10月24日（日） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

佐渡ジオパークセンター 「伝える」って楽しい！／閉講式 9:30～16:30

申込締切：５月２１日（金） 　１７：００まで

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間

1 6月6日（日） 両津支所 海府北部エリア 大野亀海岸～藻浦の岩石観察 10:00～15:00

2 7月17日（土） 金井コミュニティセンター 西三川砂金山エリア 真野湾を巡る　生物、ゴミ、岩石調査
10:00～11:30 座学
12:30～15:30 現地

3 8月28日（土） 金井コミュニティセンター 海府南部エリア
平根崎での化石探し、小田の溶岩
流、矢柄の枕状溶岩の観察

9:00～16:00

4 11月３日（水・祝） 金井コミュニティセンター
大佐渡トレッキング

エリア
大佐渡スカイラインの岩石と植物観察 9:00～15:00

5 3月13日（日） 新穂行政サービスセンター 国中エリア
新穂ダム～城ヶ平でのスプリング・
エフェメラルと岩石観察

11:00～12:00 座学
13:00～16:00 現地

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課　（問）TEL ０２５９－２７－２１６２　　FAX ０２５９－５８－７３５７　　sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

佐渡島の地質と、人々の暮らしがどのように関連しているかを知ることができるコースです。
今まで知らなかった場所を訪れたい、新しい視点から佐渡を見てみたい！という方におすすめです。
将来、ジオガイドを目指したい！という方は中級コースへお申込みください。

●全１２回　　●対象：高校生以上　　●参加費：6,000円（高校生無料）　　●定員：２０名
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課 職員　●本講座を初めて受講する方を優先します。
●【初心者歓迎！】入門コースや初級コース未受講でもＯＫ！
●８回以上の出席で修了証を授与します。修了証を持つ人は「ガイド養成講座（冬季開講予定）」を受講できます。
●応募者多数の場合は抽選になります。抽選結果は、メール等にてお知らせいたします。
●中級コースは「朱鷺の島地域再生人材創出事業」の一環として、新潟大学と連携し実施します。

ジオパークについての専門知識を有し、多くの人へ「伝える」ことができる人材育成を目的とした講座です。
※対象者に制限があります。ご注意ください。

●全5回　　●対象：中級コース修了者、または佐渡ジオパークガイド認定証を持つ方　　●参加費：2,500円　　●定員：１5名
●講師：相田満久（佐渡市教育委員会ジオパーク推進室 推進指導員）
●応募者多数の場合は抽選になります。抽選結果はメール等にてお知らせいたします。

申込締切日等

申込締切
　5月21日（金）
　　　17：00まで

結果通知
　5月25日（火）頃

申込締切日等

新潟大学との連携講座

いずれか選択

世界遺産推進課との連携講座

新潟大学との連携講座

早春の山野草、小佐渡から臨む国中
平野とトキを観察します。

大佐渡山地をつくる岩石の違いを観察
します。

外海府の知られざる魅力に迫ります。

環境問題についても考えます。

同定の技術を磨きます。

備考

申込締切
　5月7日（金）
　　　17：00まで

結果通知
　5月14日（金）頃

令和3年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込受付後であっても本イベントが中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜上級コース＞

10

＜中級コース＞

新潟大学との連携講座

備考

お申込み前によくお読みください！！
◆申込みは、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページの入力フォーム、電子メール、電話または

各コース申込み用紙をFAX送信にてお願いします。

◆電子メール、電話でのお申込みの際は、申込み用紙に記載されている必要事項をお知らせください。

◆各コースの詳細や申込み用紙は、各募集開始日までに佐渡ジオパーク推進協議会ホームページで

お知らせいたします。（https://sado-geopark.com/）

◆電話受付時間は平日８：３０～１７：００までです。 TEL 0259-27-2162 FAX 0259-58-7357

◆得られた個人情報は、本講座の目的以外には使用いたしません。



【単発講座】
申込締切：備考欄をご確認ください。受付終了はいずれも締切日の１７：００までです。

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 5月8日（土）
金井コミュニティセンター

マリンプラザ小木
（南佐渡観光案内所）

小木半島 小木半島巡りコース 13:00～16:30 15人
結果通知
　4月30日（金）
参加費　1人600円

2 6月19日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

大野亀 石を使った火おこし体験 13:00～16:30 親子７組

結果通知
　6月11日（金）
参加費　1人700円
※親子向けの講座

3 8月21日（土） 佐渡ジオパークセンター
（佐渡島開発総合センター）

国中 国中周遊コース 13:00～16:30 15人

結果通知
　8月13日（金）
参加費　1人600円
※農業政策課との連携
講座

4 11月6日（土） 金井コミュニティセンター 前浜 紅葉を楽しむコース 13:00～16:30 15人
結果通知
　10月29日（金）
参加費　1人600円

申込締切：備考欄をご確認ください。受付終了はいずれも締切日の１７：００までです。

No. 月日 集合場所 見学地／講座場所 内容（予定） 時間 定員 備考

1 ５月15日（土） 尖閣湾揚島遊園
相川

（尖閣湾）
尖閣湾の風景とガケの上にある
田んぼを見ながらウォーキング！

①9:30～11:30
②13:00～
　　　　　　15:00

①15人
②15人

結果通知
　5月7日（金）
※参加費とは別に、入園
料として、大人550円、
子ども280円（予定）が
必要。

2 8月1日（日） 加茂湖ボートハウス
国中

（加茂湖）
加茂湖でシーカヤック！ 13:30～16:30 10人

結果通知
　7月26日（月）
※参加費とは別に、シー
カヤック体験料として、
3,800円（予定）が必要。

3 9月19日（日） きらりうむ佐渡 相川
電動アシスト付き自転車で行く！
「石磨（いしうす）でたどる金銀山」

①9:00～12:00
②13:30～
　　　　　　16:30

①8人
②8人

結果通知
　9月10日（金）
※参加費とは別に、自転
車レンタル料として、700
円（予定）が必要。
※世界遺産推進課との
連携講座

【主催】佐渡市教育委員会 社会教育課　（問）TEL ０２５９－２７－２１６２　　FAX ０２５９－５８－７３５７　　sado-geopark@city.sado.niigata.jp

【後援】佐渡ジオパーク推進協議会　　　

ジオパークという言葉知っているけど・・・ジオパークって何かよくわからない！という方におすすめのコースです。
佐渡ジオパークの代表的な見どころ（ジオサイト）を巡るコースです。

●全３回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●参加費：各回700円
　（その他、実施回によって、用具レンタル料・入園料等の実費が加算されます。詳しくは、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページでお知らせいたします。）
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課 職員、佐渡市世界遺産推進課 職員（№3のみ）
●それぞれ同日に開催される①と②は同内容ですので、お申込み時にご希望の回を指定してください。
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選を行います。抽選結果はメール等にてお知らせいたします。

募集開始
　8月25日（水）
申込締切
　9月8日（水）

募集開始
　7月7日（水）
申込締切
　7月21日（水）

募集開始
　4月23日（金）
申込締切
　5月6日（木）

申込締切日等

募集開始
　10月13日（水）
申込締切
　10月27日（水）

募集開始
　7月27日（火）
申込締切
　8月10日（火）

募集開始
　5月25日（火）
申込締切
　6月8日（火）

募集開始
　4月19日（月）
申込締切
　4月28日（水）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込受付後であっても本イベントが中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜入門コース＞

＜初級コース＞

申込締切日等

令和3年度　ジオパーク市民講座　開講予定一覧

【初心者向け！】大人も子どももジオパークを楽しみながら、遠足感覚で島内各地を巡るコースです。

●全４回　　●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　　●参加費：№2のみ1人700円、他は1人600円
●講師：佐渡市教育委員会社会教育課 職員他
●応募者多数の場合は各回ごとに抽選を行います。抽選結果はメール等にてお知らせいたします。

お申込み前によくお読みください！！
◆申込みは、佐渡ジオパーク推進協議会ホームページの入力フォーム、電子メール、電話または

各コース申込み用紙をFAX送信にてお願いします。

◆電子メール、電話でのお申込みの際は、申込み用紙に記載されている必要事項をお知らせください。

◆各コースの詳細や申込み用紙は、各募集開始日までに佐渡ジオパーク推進協議会ホームページで

お知らせいたします。（https://sado-geopark.com/）

◆電話受付時間は平日８：３０～１７：００までです。 TEL 0259-27-2162 FAX 0259-58-7357

◆得られた個人情報は、本講座の目的以外には使用いたしません。


